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  （百万円未満切捨て）

（１）経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年６月期第２四半期  2,437  13.0  258  △13.3  148  △34.7  110  △10.1

24年６月期第２四半期  2,156  －  298  －  226  －  122  －

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

25年６月期第２四半期  67.58  －

24年６月期第２四半期  92.15  －

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年６月期第２四半期  8,351  976  11.7

24年６月期  8,007  866  10.8

（参考）自己資本 25年６月期第２四半期 976百万円   24年６月期 866百万円 

  
年間配当金 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

24年６月期  －  0.00  －  0.00  0.00

25年６月期  －  0.00       

25年６月期（予想）      －  －  －

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：  無   

現時点において、平成25年６月期末の配当予想額は未定であります。

３．平成25年６月期の業績予想（平成24年７月１日～平成25年６月30日）

  （％表示は、対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期  5,330  21.3  640  0.2  435  △6.0  230  △8.5  141.38

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：  無   



※  注記事項 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：  無   

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ：  無   

②  ①以外の会計方針の変更                  ：  無   

③  会計上の見積りの変更                    ：  無   

④  修正再表示                              ：  無   

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年６月期２Ｑ 1,632,000株 24年６月期 1,632,000株 

②  期末自己株式数 25年６月期２Ｑ 32株 24年６月期 －株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年６月期２Ｑ 1,631,995株 24年６月期２Ｑ 1,332,000株 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の

開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続が終了しております。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は

様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注

意事項等については、添付資料３頁「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要を背景とした緩やかな回復や12月の政

権交代後の経済政策への期待感による円安基調への転換、株価の回復があるものの、欧州政府の債務危機や新興国

の景気減速懸念、電力供給の制約、外交問題等により、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 介護業界におきましては、平成24年７月31日に閣議決定された少子高齢化やグローバル化への対応を目指す政府

の成長戦略『日本再生戦略』において、医療、介護、健康関連サービスの基盤強化や幅広い世代の雇用拡大に取り

組む成長戦略案が示されております。 

 このような状況下で当社は、引き続き積極的な中重度者や認知症への対応に加え、医療ケアが必要となった場合

の体制強化を推進することで、既存ホームにおいては高い入居率を維持するとともに、新規ホームについても計画

通りに開設しております。 

 この結果、当第２四半期累計期間末における当社の運営ホーム数の合計は16ホーム、居室数は1,083室となり、

当第２四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万円（同 ％減）、経

常利益は 百万円（同 ％減）、四半期純利益は 百万円（同 ％減）となりました。 

  

 セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

① 介護事業 

 当第２四半期累計期間におきましては、既存ホームの入居率が堅調に推移したものの、新規ホームの初期費用の

負担等により、売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、セグメント利益は 百万円（同 ％減）となり

ました。 

  

② その他 

 当第２四半期累計期間におきましては、売上高は 百万円（前年同額）、セグメント利益は 百万円（前年同期

期比 ％増）となりました。 

     

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態に関する分析 

（資産） 

当第２四半期会計期間末における流動資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしまし

た。この主な要因は、現金及び預金が 百万円、売掛金が 百万円、その他に含まれている繰延税金資産が４百万

円増加したことによるものであります。固定資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたし

ました。この主な要因は、新規ホーム開設等による差入保証金が 百万円、有形固定資産が新規取得により 百

万円増加した一方で、減価償却により 百万円減少したことによるものであります。 

この結果、総資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしました。 

  

（負債） 

当第２四半期会計期間末における流動負債は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしまし

た。この主な要因は、１年内返済予定の長期借入金が 百万円、未払法人税等が 百万円、その他に含まれる未払

金が 百万円増加した一方で、短期借入金が 百万円減少したことによるものであります。固定負債は 百万

円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしました。この主な要因は、長期借入金が 百万円、長期前受

収益が 百万円、リース債務が 百万円増加したことによるものであります。 

この結果、負債合計は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしました。 

  

（純資産） 

当第２四半期会計期間末における純資産合計は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしまし

た。これは四半期純利益を計上したことによるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,437 13.0 258 13.3

148 34.7 110 10.1

2,407 13.2 425 3.6

29 17

0.8

2,068 71

14 44

6,283 273

47 346

132

8,351 344

1,463 52

25 52

37 177 5,911

287 237

13 14

7,375 234

976 110
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② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ 百万

円増加し、 百万円となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は 百万円（前年同期は８百万円の支出）

となりました。これは主に税引前四半期純利益 百万円、減価償却費 百万円により資金を得た一方で、法

人税等の支払額 百万円があったことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における投資活動の結果、支出した資金は 百万円（前年同期比 ％増）となり

ました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 百万円、差入保証金の差入による支出 百万円があ

ったことによるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における財務活動の結果、得られた資金は 百万円（同 ％増）となりました。

これは主に、長期借入れによる収入 百万円により資金を得た一方で、短期借入金の純減少額 百万円、長

期借入金の返済による支出 百万円があったことによるものであります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成25年６月期の業績予想につきましては、平成24年８月９日に公表しました業績予想に変更はありません。  

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

    

26

772

307

195 133

39

357 273.8

319 50

76 319.3

525 177

262

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,405,068 1,419,270 

売掛金 473,923 518,422 

貯蔵品 882 1,455 

その他 117,750 129,540 

流動資産合計 1,997,625 2,068,688 

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,614,636 5,063,862 

減価償却累計額 △1,090,054 △1,189,620 

建物（純額） 3,524,582 3,874,242 

構築物 132,633 152,738 

減価償却累計額 △68,429 △74,662 

構築物（純額） 64,203 78,075 

機械及び装置 7,775 7,775 

減価償却累計額 △5,547 △5,896 

機械及び装置（純額） 2,227 1,878 

車両運搬具 7,123 7,123 

減価償却累計額 △6,795 △6,860 

車両運搬具（純額） 328 263 

工具、器具及び備品 103,617 117,425 

減価償却累計額 △84,760 △90,490 

工具、器具及び備品（純額） 18,856 26,935 

土地 743,859 743,859 

リース資産 966,317 985,324 

減価償却累計額 △133,349 △153,409 

リース資産（純額） 832,967 831,914 

建設仮勘定 155,577 － 

有形固定資産合計 5,342,602 5,557,169 

無形固定資産 26,880 32,097 

投資その他の資産   

差入保証金 573,326 620,950 

その他 66,680 73,086 

投資その他の資産合計 640,006 694,036 

固定資産合計 6,009,490 6,283,303 

資産合計 8,007,115 8,351,992 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 40,396 46,671 

短期借入金 312,493 135,334 

1年内返済予定の長期借入金 512,198 537,765 

未払法人税等 46,664 98,726 

前受収益 225,436 243,196 

賞与引当金 23,134 24,874 

その他 356,164 377,267 

流動負債合計 1,516,488 1,463,835 

固定負債   

長期借入金 3,886,221 4,123,255 

リース債務 935,203 949,620 

退職給付引当金 48,916 56,698 

役員退職慰労引当金 80,748 87,873 

長期前受収益 536,946 550,925 

資産除去債務 69,650 77,771 

その他 66,590 65,403 

固定負債合計 5,624,277 5,911,548 

負債合計 7,140,765 7,375,384 

純資産の部   

株主資本   

資本金 192,100 192,100 

資本剰余金 181,100 181,100 

利益剰余金 493,150 603,439 

自己株式 － △31 

株主資本合計 866,350 976,607 

純資産合計 866,350 976,607 

負債純資産合計 8,007,115 8,351,992 
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年７月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 2,156,782 2,437,079 

売上原価 1,625,364 1,898,096 

売上総利益 531,418 538,982 

販売費及び一般管理費 232,818 280,112 

営業利益 298,599 258,869 

営業外収益   

受取利息 139 137 

助成金収入 30,735 271 

受取保険金 － 840 

その他 3,464 2,182 

営業外収益合計 34,340 3,431 

営業外費用   

支払利息 106,000 104,527 

その他 269 9,698 

営業外費用合計 106,270 114,225 

経常利益 226,669 148,076 

特別利益   

主要株主株式短期売買利益返還益 － 47,061 

特別利益合計 － 47,061 

税引前四半期純利益 226,669 195,137 

法人税、住民税及び事業税 33,356 92,718 

法人税等調整額 70,575 △7,869 

法人税等合計 103,932 84,848 

四半期純利益 122,737 110,289 

㈱チャーム・ケア・コーポレーション　（6062）　平成25年６月期　第２四半期決算短信　（非連結）

－　6　－



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年７月１日 

 至 平成24年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 226,669 195,137 

減価償却費 135,604 133,612 

のれん償却額 9,523 3,174 

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,212 1,740 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,886 7,782 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,337 7,125 

受取利息及び受取配当金 △139 △137 

支払利息 106,000 104,527 

売上債権の増減額（△は増加） △33,940 △44,498 

仕入債務の増減額（△は減少） 3,960 6,274 

未払金の増減額（△は減少） △94,334 36,497 

前受収益の増減額（△は減少） △45,533 32,477 

その他 △2,035 △32,111 

小計 312,785 451,602 

利息及び配当金の受取額 169 166 

利息の支払額 △104,638 △104,677 

法人税等の支払額 △216,756 △39,375 

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,439 307,715 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △60,001 △12,002 

定期預金の払戻による収入 5,000 6,000 

貸付金の回収による収入 998 － 

有形固定資産の取得による支出 △70,607 △319,534 

無形固定資産の取得による支出 － △1,152 

差入保証金の差入による支出 △75,230 △50,236 

差入保証金の回収による収入 － 1,164 

金銭の信託の取得による支出 － △10 

担保提供預金の増減額（△は増加） 104,262 18,493 

投資活動によるキャッシュ・フロー △95,579 △357,277 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 283,157 △177,159 

長期借入れによる収入 － 525,000 

長期借入金の返済による支出 △259,898 △262,399 

自己株式の取得による支出 － △31 

リース債務の返済による支出 △5,072 △9,154 

財務活動によるキャッシュ・フロー 18,186 76,255 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △85,832 26,693 

現金及び現金同等物の期首残高 628,034 745,327 

現金及び現金同等物の四半期末残高 542,202 772,020 
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該当事項はありません。     

   

該当事項はありません。     

   

 当第２四半期累計期間（自 平成24年７月１日 至 平成24年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

                                              （単位：千円） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を 

含んでおります。  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な 

内容（差異調整に関する事項） 

                         （単位：千円）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  
報告セグメント その他 

（注） 
合計 

介護事業 計 

売上高     

外部顧客への売上高  2,407,973  2,407,973  29,106  2,437,079

セグメント間の内部売上高又は 

振替高 
 －  －  －  －

計  2,407,973  2,407,973  29,106  2,437,079

セグメント利益  425,757  425,757  17,262  443,020

利益 金額 

報告セグメント計  425,757

「その他」の区分の利益  17,262

全社費用（注）  △184,150

四半期損益計算書の営業利益  258,869

（７）重要な後発事象
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